
報道関係各位 

国内外から121のモーターサイクル関連企業・団体が出展 
13万人超が来場する国内最大級のモーターサイクルイベント 

開催！ 
◎ポケバイによる親子で楽しめる「MFJ親子バイク祭り」を初開催！ 

開催日程：2016年3月25日（金）～27日（日） 
会場：東京ビッグサイト 

2016年2月 

 東京モーターサイクルショー協会(会長：井田 博雄)では、2016年3月25日（金）より3日間、東京ビッ
グサイト（西1・2ホール＆アトリウム・屋外展示場）にて、国内最大級のモーターサイクルイベント「第43
回 東京モーターサイクルショー」を開催します。 
 
 東京モーターサイクルショーは、モーターサイクル産業の振興と健全なモーターサイクル文化の育成・普
及を通じ、豊かな社会生活の実現と経済の発展に寄与することを目的に、1971年に第1回が開催され、今年
で43回目を迎えます。来場者も年々増加し、今では3日間で来場者が13万人を超える国内最大規模のモー
ターサイクルイベントに成長しました。日本国内の車両メーカー、販売代理店、関連団体、パーツ・アクセ
サリー関連企業、出版社に加え、海外からも車両メーカーが出展するなど、今年は合計121のモーターサイ
クル関連企業・団体が出展します。 
 
 今年は、2016年ニューモデルの試乗会に加え、親子が気軽にバイクと触れあえる「MFJ親子バイク祭り」
や、憧れのヒーロー「仮面ライダー」がマシンとともに登場するプログラムなど、従来のバイクファンだけ
ではなく、幅広い層が楽しめる企画を多数ご用意しています。 
 
 また、国際A級スーパークラスライダーたちによるトライアルデモンストレーションなどのバイクファン
にはたまらないレギュラー企画や、今シーズン活躍が期待されるレースマシンを集めた「MFJ Motorcycle 
Sport PRコーナー」など、レースの魅力を伝える企画も盛りだくさんです。 
 
 なお、3月25日（金）には取材の皆様方に向けた「特別公開」（10：00～13：00）を予定しております。 

【昨年開催の「第42回東京モーターサイクルショー」の模様】 

■特別公開および会期中のご取材に関するお問い合わせ先 
「第43回東京モーターサイクルショー」広報事務局（㈱ジェーワン内） 

     担当：鳥塚、大柳 TEL：03-3584-4981 FAX：03-3584-5230 
 
■『第43回東京モーターサイクルショー』の内容、出展者＆読者・視聴者からのお問い合わせ先 

 東京モーターサイクルショー運営事務局  
 担当：原、槇野 TEL：03-5638-6406 FAX：03-5638-6407 E-Mail：tmcs@eventas.co.jp P.1 
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第43回 東京モーターサイクルショー 

 

2016年3月25日 （金）～3月27日 （日） 3日間 

          3月25日 （金）10：00～13：00 特別公開 13：00～18：00 一般公開 

          3月26日 （土）10：00～18：00 一般公開 

          3月27日 （日）10：00～17：00 一般公開 

 

東京ビッグサイト 西1ホール（約8,800㎡） 西2ホール（約8,800㎡ ） 

           屋外展示場（13,000㎡ ） アトリウム（約2,000㎡ ） 

 

東京モーターサイクルショー協会 

 

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会／全国オートバイ協同組合連合会／ 

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会／一般社団法人 全国二輪車用品連合会／ 

一般社団法人 自動車公正取引協議会／一般社団法人 東京都自動車整備振興会／ 

一般財団法人 日本オートスポーツセンター／一般社団法人 日本自動車工業会／ 

一般社団法人 日本自動車連盟／一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会 関東ブロック／AJ北関東ブロック／AJ南関東ブロック 

 

警視庁 

 

 

モーターサイクル及びモーターサイクル関連企業 ほか一般企業 

 

前売券：大人1,300円 

当日券：大人1,600円 男女ペア券2,600円 

前売、当日共通：高校生500円 

※価格は税込み、中学生以下無料、障がい者の方は、ご本人と介護の方1名（障害者手帳必

要）まで無料 

 

出展者数：121者、小間数：809.2小間、展示車両：未定 

正会員：17者379.2小間、一般出展者：77者385小間、関連団体：12団体17小間、 

出版社/媒体：13者23小間、観光PR：1団体1小間、飲食：1者4小間 

名   称 ：   

 

会   期 ：   

 

 

 

 

会   場 ：   

 

 

主   催 ：   

 

後   援 ：   

（予 定） 

 

 

 

 

協   力   ：   

（予 定） 

交通安全教育： 

（予 定） 

 

出 展 対 象   ： 

 

入 場 料 ： 

 

  

 

 

 

出 展 者 数   ： 

(第43回予定） 

★記載情報は2016年2月4日現在のデータです。記事化の際は、以下の広報事務局又は運営事務局へお問い 
   合わせください。 

開催概要 
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出展者リスト（16年2月4日現在） 

※詳細は、「東京モーターサイクルショー」公式ホームページ（http://motorcycleshow.org/）をご参照ください。 

◆車両

社名（団体名） 社名（団体名） 社名（団体名）

ADIVA 株式会社Ｚレーシングパーツ 株式会社 プロト

株式会社エム・エスエル ドゥカティジャパン株式会社 株式会社ホワイトハウスオートモービル

エムズ商会 トライアンフ モーターサイクルズ ジャパン Honda DREAM Network

MV AGUSTA JAPAN 有限会社トラストライトサクセス ホンダモーターサイクルジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン ドレミコレクション MOTO CORSE

KYMCO 一般社団法人日本自動車連盟（JAF） ヤマハ発動機販売 株式会社

KTM Japan ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 ROYAL ENFIELD

株式会社サクマエンジニアリング ピーシーアイ株式会社 有限会社トーヨー産業

ボスホスサイクルジャパン ピアッジオグループジャパン株式会社 YSPメンバーズクラブ

株式会社スズキ二輪 ビー・エム・ダブリュー株式会社

◆パーツアクセサリー

社名（団体名） 社名（団体名） 社名（団体名）

株式会社アールエスタイチ G-style ガレージ付アパート ウインドジャマーズ

株式会社アクティブ 嘉葳實業有限公司 MDモーターサイクルス

AMLAX SHOEI セーフティショップ内藤

ウィック・ビジュアル・ビューロウ SHORAI JAPAN パワーステーション

株式会社ヴィプロス Super-Bike DIG-IT バイクショップナベ

株式会社　内商会 SPHERE LIGHT 丸富オート販売

マッドマックス 住友ゴム工業株式会社 モトショップ功和

ACEWELL JAPAN 有限会社エービーシー セナブルートゥース ジャパン モトプラザカワサキ

株式会社エーゼット 大同工業株式会社（D.I.D) 株式会社ブリヂストン

NGKスパークプラグ タナックス株式会社 プレス工業株式会社

有限会社エム DOUBLE O GlassesGEAR ポートダグラス

株式会社オージーケーカブト DAMMTRAX CO.,LTD 株式会社丸直

岡田商事株式会社 株式会社デイトナ 株式会社丸中洋行

オフト株式会社 有限会社テクニクス MOTO X1  id221 Helmet Communicator

有限会社カラーズインターナショナル 株式会社ナイトロンジャパン MOTOSALON

株式会社カロッツェリアジャパン 株式会社　寺本自動車商会 有限会社ヤマモトレーシング

株式会社キジマ 株式会社　東亜製作所 日本特殊螺旋工業株式会社

株式会社オーファ 株式会社　道祖神 EURO SPORTS

GLEAMING WORKS.JP 株式会社 東単 株式会社ヨシムラジャパン

KN企画 株式会社 東単 株式会社ランドピア

KOSO 株式会社アライヘルメット LIQUI MOLY

株式会社 ケイズ 日本ミシュランタイヤ株式会社 株式会社リベルタ

株式会社ゴールドウイン 撥水道場 レンタル819

株式会社コミネ 株式会社 花田 NAVITIME

有限会社サインハウス 株式会社P.E.O. 株式会社ワイズギア

株式会社　山城 株式会社ビーディーエス（BAS・BBB) バイクパーツセンター(株式会社ワイビーエー）

株式会社 榮技研 プライダース

◆出版 ◆関連団体 ◆観光

社名（団体名） 社名（団体名） 社名（団体名）

株式会社枻出版社 ウエルカムライダーズおがの 福島県観光物産交流協会

株式会社クレタ・タンデムスタイル・レディスバイク AJ関東ブロック ◆レースPR

株式会社 三栄書房 一般社団法人自動車公正取引協議会 社名（団体名）

株式会社造形社 公益財団法人自動車リサイクル促進センター 鈴鹿サーキット

株式会社内外出版社 全国オートバイ協同組合連合会 ツインリンクもてぎ

BikeBros 一般社団法人全国二輪車用品連合会 ◆協賛

株式会社プロトコーポレーション 東京都自動車整備振興会二輪自動車支部 社名（団体名）

Pro Media Co.,Ltd. 一般財団法人日本オートスポーツセンター 無限（株式会社M-TEC)

MOTO Addicts 一般社団法人日本二輪車普及安全協会 NEXCO東日本

MOTO NAVI 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 NEXCO中日本

モーターマガジン社 特定非営利活動法人三宅島スポーツ振興会 NEXCO西日本

株式会社八重洲出版 警視庁 一般財団法人 道路厚生会

ラブ・ジ・アース実行委員会
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取材申込書 
●お手数をおかけしてたいへん恐縮ですが、3月23日（水）までにFAXにて、下記広報事務局までご返送の程 
  宜しくお願いいたします（ホームページからの事前申込等は行っておりません）。 
●ご取材当日は、お名刺と当申込書をお持ちいただき、会場前チケットブース横に設置予定の「報道受付」 
  までお越しください。会場内のご取材に必要な「プレスパス」をお渡しします。 
●フリーライター・カメラマンの皆様は、お名刺に主な執筆先をご記載のうえ、「報道受付」にお持ち下さいます 
  よう、お願いいたします。 

該当事項に○を付けてください。 

御社名   

御媒体名 
（ご執筆先） 

  

部署名・役職 
  

  

御芳名 
  

  

御同伴者名 

  

  

合計（     ）名 

御連絡先 

  

 TEL.                                    

  

 FAX.                                    

  

 E-mail                                   

  

FAX返信先：03-3584-5230 
【ご取材に関するお問い合わせ先】 

『第43回東京モーターサイクルショー』広報事務局（㈱ジェーワン内） 
TEL03-3584-4981／担当：鳥塚、大柳 

    取材内容 

  ご取材予定日 撮影 撮影機材等 

特別公開 3月25日（金）10：00～13：00 有   無 スチール VTR 生中継 

一般公開 

3月25日（金）13：00～18：00 有   無 スチール VTR 生中継 

3月26日（土）10：00～18：00 有   無 スチール VTR 生中継 

3月27日（日）10：00～17：00 有   無 スチール VTR 生中継 


